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賛成 その他 賛成 賛成 賛成 賛成
　新型コロナウイルス感染症
の対応にあたっては、一般医
療も含めて影響が生じてお
り、地域の医療機能を確保・
維持するため、診療報酬の
引き上げや財政支援は必要
と考えます。
　介護事業所等に対しては
感染症の対応力強化の観点
から研修・訓練など日頃から
の備えに加え、患者発生時
の業務継続計画の策定等が
求められていることから、これ
からの取り組みに対する継続
的な支援が必要と考えます。

　収入の減った全ての医療
機関への経済的支援を実施
すべきです。また、感染者を
受け入れている医療機関に
対しては、減収分と負担増を
全額事前包括払いにして、
煩雑な手続きなく速やかに支
給すべきです。
また、新型コロナウイルスの
患者に対応した医療機関、
介護・障がい者福祉サービス
事業所、子ども子育て支援施
設の職員等に慰労金を支給
すべきです。

　全国の医療機関、在宅
事業所、訪問看護ステー
ション等の減収補填が必
要。

　新型コロナウイルス感染症
の対応にあたっては、一般医
療も含めて影響が生じてお
り、地域の医療機能を確保・
維持するため、診療報酬の
引き上げや財政支援は必要
と考えます。
　介護事業所等に対しては
感染症の対応力強化の観点
から研修・訓練など日頃から
の備えに加え、患者発生時
の業務継続計画の策定等が
求められていることから、これ
からの取り組みに対する継続
的な支援が必要と考えます。

　コロナ禍における医療機関
と介護事業所の経営危機は
深刻であり、損失の補填を中
心とした財政支援が絶対に
必要です。わが党の8月19日
付「緊急提案」でも、政府の
責任で、医師・看護師の確
保、すべての医療機関への
減収補填と財政支援、すべ
ての医療従事者に対する待
遇の抜本的改善を求めてい
ます。医療崩壊・介護崩壊の
危機から医療・介護者と国民
を救うために不可欠の施策と
考えます。

　国民負担を減らす観
点で賛成
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②

　保健所機能が十分に
発揮できるよう、組織体
制や人員体制の拡充が
必要。そのためには、地
域保健法等関係法令の
整備や財政措置が不可
欠であると考えます。

　現下の深刻な感染状
況で人手不足の保健所
について、職員の増員や
非正規職員の正規化な
どにより、早期かつ確実
に感染ルートを把握でき
る体制を作るべきです。
今後の新たな感染症の
まん延に備え、恒常的に
職員の適正配置を進め
るべきです。同時に、著
しく減少した保健所を大
幅に増設すべきです。

　保健所を1/2に削減し
たツケがコロナ禍での現
状を引き起こしている。
保健師の増員と機能拡
大が急がれる。

　保健所機能が十分に
発揮できるよう、組織体
制や人員体制の拡充が
必要。そのためには、地
域保健法等関連法令の
整備や財政措置が不可
欠。

　1994年に847カ所あった保
健所は約半分の469カ所に
減らされ、人員の削減も並行
して行われてきました。札幌
市でも全区にあった保健所
がたった1カ所に集約。コロナ
禍における保健所のひっ迫・
疲弊は誰の目にも明らかであ
り、憲法25条に規定された国
民の生存権を保障するため
に保健所を増設し、人員体
制も抜本的に拡充することは
不可欠です。コロナ禍による
被害拡大は、医療と公衆衛
生を削減してきた自公政権に
よる「人災」です。

その他 賛成 反対 その他 賛成 反対

③

　新型コロナウイルス感染症
の対応にあたっては、一般
医療も含めて影響が生じて
おり、地域の医療機能を確
保・維持するため、診療報
酬の引き上げについては必
要と考えますが、防護具の
購入経費や必要な設備と
いった感染症対策に関する
費用については、患者本人
や保険者の負担増が生じな
いよう、診療報酬ではなく、
国の補助制による支援で対
応すべきと考えています。

　新型コロナウイルスの
急激な感染拡大に伴っ
て、危機的状況にある医
療の現場を支援するた
めに必要であると考えま
す。

　新型コロナウイルス感染症
の対応にあたっては、一般医
療も含めて影響が生じてお
り、地域の医療機能を確保・
維持するため、診療報酬の
引き上げについては必要と
考えるが、防護具の購入経
費や必要な設備といった感
染症対策に関する費用につ
いては、患者本人や保険者
の負担増が生じないよう、診
療報酬ではなく、国の補助制
度による支援で対応すべきと
考えている。

　コロナ禍のもと、窓口負
担の抜本的軽減を進め
るとともに、診療報酬だけ
でなく初診料・再診料、
往診料、入院料などを適
正に評価して緊急に引き
上げることが必要です。
また、感染症の一定収束
後も対応が必要なことか
ら、恒久的な措置とする
ことも求めます。

　国民負担が増える点
で反対
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④

　昨年度の改定では、医療
従事者の負担軽減、医師
等の働き方改革の推進、
安心・安全で質の高い医
療の実現等といった基本
的視点のもと、増額が図ら
れたと承知しており、今後
とも、全世代型社会保障の
実現に向け、医療法や医
療保険法等に基づく他制
度と併せ、総合的な観点か
ら必要な見直しが行われる
べきと考えます。

　医療と介護の需要が増
加する中、地域医療を支え
る観点から診療報酬の適
正な改定を進めるべきで
す。誰もが必要な医療を受
けられるようにするため、医
療の技術や医学管理を評
価する観点から、引き続き
診療報酬の引き上げに取
り組み、医療の質の改善や
効率化を進めるべきです。

　昨年度の改定では、医療
従事者の負担軽減、医師
等の働き方改革の推進、
安心・安全で質の高い医
療の実現等といった基本
的視点のもと、増額が図ら
れたと承知しており、今後
とも、全世代型社会保障の
実現に向け、医療法や医
療保険法等に基づく他制
度と併せ、総合的な観点か
ら必要な見直しが行われる
べきと考える。

　歴代の自公政権は、診療
報酬の仕組みを利用して医
療にかかる国の予算を削減
してきました。現行の診療報
酬は医療者の労働を不当に
低く評価しており、中小病院
の経営難や労働条件悪化、
地域医療の疲弊に直結して
います。そうしたなか、医療を
コロナ禍が直撃しています。
診療報酬の抜本的増額を求
めるとともに、「国民皆保険」
を守る立場で診療報酬の改
革に取り組みます。

その他 反対 反対 その他 反対 賛成
　混合診療については、
患者負担の拡大や、科
学的根拠のない特殊な
医療の実施を助長する
などの問題も指摘されて
いることから、運用にあ
たっては一定のルール
が必要であり、全面解禁
することは適切ではない
と考えております。

　混合診療を全面的に
認めてしまうと、保険外の
負担を求めることが一般
化されて、今後保険適用
が拡大されず患者の負
担が不当に増えるおそ
れなどがあると考えま
す。

　特定療養費にも課題が
あり混合診療の容認に反
対。皆保険制度を守る。

　混合診療については、
患者の治療の選択肢の
幅が広がるといったメリッ
トがある一方、患者負担
の拡大や、科学的根拠
のない特殊な医療の実
施を助長するなどの問題
も指摘されていることか
ら、運用に当たっては一
定のルールが必要であ
り、無制限に導入するこ
とは適当ではないものと
考える。

　混合診療の全面解禁や医
療分野への営利企業参入
は、医療の市場化・産業化に
向けた制度改悪に他なりませ
ん。「必要な治療はすべて保
険で給付する」「安全・安心な
治療法は速やかに保険適用
する」という原則に沿って保
険治療の拡充こそ進めるべき
です。混合診療の拡大は、
社会保障としての医療制度を
破壊するものであり、原則禁
止とすべきです。

　規制緩和の観点で賛
成
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　いわゆるオンライン診療
については、無診察治療
等を禁じている医療法第
20条との関係から国の指
針が示されていますが、医
師の働き方改革に向けた
ICTの導入促進、医師が不
足する地域における診療
機会の確保、さらには感染
症対策といった面から、そ
の適切な活用が期待され
るところであり、検討すべき
ものと考えます。

　コロナ禍におけるオンラ
イン診療の特例で生じた
課題を踏まえ、安全性や
信頼性、有効性の担保と
いった観点から検討すべ
き課題であると考えま
す。

　オンライン診療につい
ては賛成だが、慎重な対
応が求められる。

　いわゆるオンライン診療
については、無診察治療
等を禁じている医療法第２
０条との関係から国の指針
が示されているが、医師の
働き方改革に向けたICTの
導入促進、医師が不足す
る地域における診療機会
の確保、さらには感染症対
策といった面から、その適
切な活用が期待されるとこ
ろであり、国の動向を注視
してまいりたい。

　政府は利便性を口実に初診
からの推進を狙っていますが、
疾患の見落としや患者のなり
すましなどの危険が大きく、薬
の処方制限の守られない事例
や対面受診の抑制など、医療
の低下を招く恐れがあります。
医療費抑制とデジタル化によ
る関連企業の利潤拡張の狙い
を背景とした制度改悪です。
対面診療による疾病の早期発
見・早期治療を原則に、オンラ
イン診療の初診利用はあくま
で大災害などの特例的・時限
的な措置に限定すべきです。
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　メタルフリー材料は、高騰する
歯科用貴金属材料に比べ価格
が安定しており、金属アレル
ギー患者への適用や審美性に
優れるといった利点があるものと
承知しております。
　また、メタルフリー材料による
CAD/ＣＡＭ冠等はリモートワー
クで製作可能であることから、規
制改革実施計画が掲げる「デジ
タル化の進展等に対応するため
の歯科技工業務の見直し」とも
方向性が合致しており、適用拡
大により道民への歯科医療の質
の向上と増大する医療費の軽
減が期待できるものと考えます。

　誰もが必要な歯科医療
を受けられるようにする
観点と、医療保険財政に
与える影響とのバランス
を考慮して検討すべきで
す。

　メタルフリー材料は、高騰
する歯科用金属材料に比べ
価格が安定しており、金属ア
レルギー患者への適用や審
美性に優れるといった利点が
ある。
　また、メタルフリー材料によ
るCAD/CAM冠等はリモート
ワークで製作可能であること
から、規制改革推実施計画
が掲げる「デジタル化の進展
等に対応するための歯科技
工業務の見直し」とも方向性
が合致しており、適用拡大に
より道民への歯科医療の質
の向上と増大する医療費の
軽減が期待できる。

　メタルフリー材料は、強度
には一定の課題があります
が、金属アレルギーなどで
困っている患者からも求め
られています。歯科ではセ
ラミック冠、金属床、矯正な
ど、保険適用とされていな
い基本的な技術が多く残さ
れており、患者・国民の歯
科治療において有益と認
められるものは早急に保険
適用とすべきです。

　患者のQOL向上のため

⑤

⑥

⑦

第49回衆議院選挙　政党アンケート回答

①

①医療機関の新型コロナ危機に鑑みて、全ての医療機関、介護事業所に対し継続的に財政支援を行うことに
ついて
②保健所の設置数や人員体制を増やし、保健所機能を拡充することについて
③感染症対策等の基礎的経費を含む初・再診料（診察料）及び入院料を大幅に引き上げることについて
④２０２２年度診療報酬改定の大幅引き上げについて
⑤保険診療と自費診療を併用する、いわゆる混合診療の全面解禁について
⑥オンライン診療を「初診から原則解禁する」等の運用を緩和することについて
⑦歯科医療材料の安定供給のため、メタルフリー材料の適用拡大について

⑧外来時定額負担の導入や、湿布・漢方薬などの市販類似薬を保険給付から外すことについて
⑨国が子ども医療費の助成制度を創設し、所得に制限なく高校生まで医療費を無償化することについて
⑩「地域医療構想」による道内の病床削減について
⑪医療費を消費税課税にあらため、ゼロ税率を導入することについて
⑫HPVワクチンの積極的勧奨の再開について
⑬２０２２年後半から開始される予定の「７５歳以上の窓口負担２割化」の撤回について
⑭医療や介護、福祉において、これだけは実行するという公約をお聞かせください

　アンケートは8月23日から9月6日を実施期間として、以下の政党に①～⑭の各項目について回
答いただきました。

9
月
6
日
時
点
で
回
答
未
着

9
月
6
日
時
点
で
回
答
未
着

9
月
6
日
時
点
で
回
答
未
着



その他 その他 賛成 その他 反対 反対
　外来定額負担の導入等
については、今後の医療
のあり方を検討する中で、
病院・診療所の適切な機
能分化・連携を図る、ある
いは医薬品の保険給付範
囲の見直しといった観点か
ら提言がなされているもの
と承知していますが、その
導入等については、医療
へのアクセスを過度に制限
しないなどの対策と合わ
せ、十分な議論が必要で
あると考えます。

　国民皆保険を堅持し、
安定した医療保険制度
をつくる観点、誰もが必
要な医療を受けられるよ
うにする観点、医療保険
財政に与える影響の観
点などから検討すべき課
題であると考えます。

　外来定額負担の導入等
については、今後の医療
のあり方を検討する中で、
病院・診療所の適切な機
能分化・連携を図る、ある
いは医薬品の保険給付範
囲の見直しといった観点か
ら提言がなされているもの
と承知。
　その導入等については、
医療へのアクセスを過度に
制限しないなどの対策と合
わせ、十分な議論が必要
であると考える。

　患者に負担増を求める
外来定額負担や、市販
薬給付除外は、公的医
療保険を縮小させるもの
です。今でも貧困な社会
保障であるにもかかわら
ず医療制度をさらに破壊
するものであり、改悪は
許されません。

その他 その他 賛成 賛成 賛成 賛成
　道内では、全ての市町
村が医療費助成を実施
していますが、地域に
よって差があることから、
公平な社会保障制度を
確保するためには、国が
全国一律の助成制度を
創設すべきものと考えて
います。

　子どもは健やかにかつ
安全に育つ環境が保障
されるべきものであり、子
どもの医療費について、
国のナショナルミニマムと
して、統一的な医療費助
成制度を検討すべきで
す。また、子育て家庭な
どの医療費の経済的負
担を軽減すべきです。

　少子化対策の１つとし
て進めるべき

　道内では、全ての市町
村が医療費助成を実施
している一方、地域で格
差が生じていることから、
道としては、公平な社会
保障制度を確保する観
点から、国が全国一律の
助成制度を創設すべきも
のと考えている。

　経済的理由で子どもに受診
させられない事例が多発する
深刻な状況のなか、子どもた
ちの健康が「お金のある・な
し」に左右されてはなりませ
ん。国の責任でせめて18歳
までの医療費無償化が必要
です。すでに医療費助成を
行っている自治体では、疾病
の早期発見・治療により重症
化件数や救急の受診件数が
減るなど子どもの健康に寄与
し、医療費減にもつながりま
す。貧困の連鎖や子育て困
難が広がるなか「少子化対
策」としても大切です。

その他 反対 その他 その他 反対 賛成
　人口構造や医療ニーズ
の変化に伴い、将来にわ
たって地域に必要な病床
を確保するため、地域医療
構想を策定し、急性期から
回復期、慢性期、在宅医
療に至るまでバランスの取
れた医療を効率的に提供
するという観点から、圏域
ごとに設置されている「地
域医療構想調整会議」に
おいて議論が進められて
いると承知しており、地域
の合意が必要であると考え
ます。

　地域医療構想につい
て、新型コロナウイルス
感染症のまん延防止に
より生じた医療提供体制
に関する課題を十分に
踏まえた見直しが適切に
行われるよう、地域での
病床の機能の分化や連
携の推進のあり方につい
て検討し、必要な措置を
講じるべきです。コロナ
禍の今、行うべきは、病
床の削減ではなく確保で
す。

　道内179市町村および
二次医療圏の医療提供
体制を住民目線で再
度、分析・検討して進め
るべき

　道では、人口構造や医療
ニーズの変化を見据え、将
来にわたって地域に必要な
病床を確保するため、地域医
療構想を策定し、急性期から
回復期、慢性期、在宅医療
に至るまでバランスのとれた
医療を効率的に提供すると
いう観点から、圏域ごとに設
置する「地域医療構想調整
会議」において議論を進めて
いるところであり、病床の機能
分化・連携を進める上で、地
域の合意を得て、削減する病
床については否定するもの
ではない。

　医療の公費負担削減のた
め、地域医療構想によって１
万床もの病床削減が狙われ
ています。地域医療の存続を
困難にし、地域に住み続ける
ことさえ困難にするものであ
り、許されません。とりわけコ
ロナ禍のなかで、感染症対策
の貧困も露呈しています。防
衛費（軍事費）を増やしてお
きながら医療費削減を狙って
病床削減を進めるなど、「命」
を粗末にする政策は転換す
べきです。

その他 その他 賛成 その他 賛成 賛成
　国では、消費税の導入・
引き上げ時において、都
度、診療報酬や薬価等の
改定を行ってきております
が、一方、医療機関におい
ては、従来から控除対象
外消費税の問題が指摘さ
れていると承知されてお
り、ゼロ税率の導入を含め
たその解決に向けては、持
続可能な社会保障制度の
確立といった観点から、十
分に検討すべきものと考え
ます。

　医療機関の経営を支え
るため、控除対象外消費
税の抜本的解決を図りま
す。

　国では、消費税の導入・
引き上げ時において、都
度、診療報酬や薬価等の
改定を行っているところ。
一方、医療機関において
は、従来から控除対象外
消費税の問題が指摘され
ていると承知しており、ゼロ
税率の導入を含めたその
解決に向けては、持続可
能な社会保障制度の確立
といった観点から、十分に
検討すべきものと考える。

　高額の投資に伴う巨額の
消費税負担について、診
療報酬の補てん不足によ
る経営圧迫が問題になっ
ています。診療報酬の補て
んを維持したうえで個別の
医療機関の申告で過不足
に対応する仕組みの創設
が求められており、そうした
要望が尊重すると同時に、
根本的な解決へ、保険診
療には「ゼロ税率」を適用
し、医薬品などにかかった
消費税が還付されるように
すべきです。

その他 その他 賛成 その他 反対 賛成
　子宮頸がん予防ワクチンに
ついては、接種対象やその
保護者が、子宮頸がん予防
ワクチンの接種について検
討・判断するために必要な、
ワクチンの有効性・安全性に
関する十分な情報提供を図
ることが何よりも重要であると
考えます。

　仮に積極的勧奨の再
開を検討するのであれ
ば、これまでに報告され
ている重篤な副反応を踏
まえ、当該ワクチンの安
全性や有効性等につい
て改めて徹底的に検証
を行うべきです。

　子宮頸がん予防ワクチンに
ついては、その副反応の発
生頻度等がより明らかにな
り、国民に適切な情報提供が
できるまでの間、定期接種を
積極的に勧奨をすべきでは
ないとされていることから、現
時点においては、接種対象
者やその保護者が、子宮頸
がん予防ワクチンの接種に
ついて、検討・判断するため
に必要なワクチンの有効性・
安全性に関する情報提供を
図ることが重要と考えている。

　子宮頸がん予防は重要課
題ではありますが、この間、
公費接種の対象となった
HPVワクチンについて副作用
の訴えが相次ぎ、重い症例も
あることが問題になっていま
す。国民不安も増大している
中、接種勧奨は再開せず
に、副反応被害の徹底した
検証を求めます。

反対 賛成 反対 反対 賛成 賛成
　団塊の世代が75歳以上の
高齢者となる中、現役世代の
負担上昇を抑えながら、全て
の世代が安心できる社会保
障制度を構築する考えのもと
改正されたものであり、一定
所得以上の方の窓口負担を
２割りとし、能力に応じた負担
をいただくことで、制度の持
続可能性が高まるものと考え
ております。また、急激な負
担増加を抑制するため、施行
後３年間は１月分の負担増を
最大3000円とする経過措置
が設けられていると承知して
おります。

　コロナ禍で既に顕著な
受診抑制に拍車をかけ、
症状の重篤化を招く恐れ
があり、コロナ禍では容
認できまません。

　現役世代の負担を軽く
するため。ただし参議院
での付帯決議にある、後
期高齢者の受診に与え
る影響の把握、今後の税
制含めた総合的な議論
は必要。

　団塊の世代が75歳以上の
高齢者となる中、現役世代の
負担上昇を抑えながら、全て
の世代が安心できる社会保
障制度を構築する考えのもと
改正されたものであり、一定
所得以上の方の窓口負担を
２割とし、能力に応じた負担
をいただくことで、制度の持
続可能性が高まる。また、急
激な負担増加を抑制するた
め、施行後３年間は１月分の
負担増を3000円とする経過
措置が設けられていると理
解。

　　欧州諸国やカナダでは公
的医療窓口負担はゼロかごく
少額であり、低額負担による
必要な医療給付は公的医療
の基本です。後期高齢者医
療制度は高齢者に対する差
別医療であり、廃止すべきで
す。まして、世代の分断をあ
おり２割負担を押し付けるな
ど言語道断であり、国庫負担
率の引き上げで負担減を進
めるべきです。コロナ禍で深
刻化している受診控えも助長
し、安心の医療を求める国民
の願いに逆らうもので、ただ
ちに撤回すべきです。

⑭

　「子どもの成長を支える環
境づくりと少子化対策の推
進」「暮らしを守る地域医療の
確保と健康づくりの推進」、
「誰もが暮らしやすい社会の
構築」、「医療・福祉サービス
を担う人材の確保」を柱とし、
さらに「新型コロナウイルス感
染症対策」の充実・強化を図
りながら、道民が住み慣れた
地域で安心して生活できるよ
う、それぞれの分野で地域の
実情を十分に踏まえた取り組
みを進めて参ります。
今は何よりも、コロナ禍から道
民の命を守ることが最重点で
あり、それぞれの現場におい
て必要な支援策を的確かつ
迅速に実行していくとともに、
希望する方全員が、一日も早
くワクチン接種できるよう、引
き続き取り組んで参ります。

　具体的な公約について
は、現在検討中です。

　人材不足と過剰配置も
含め、コロナ禍で浮き彫
りになった医療、看護、
介護、福祉の脆弱化と提
供体制や災害・パンデ
ミックに対応できる新たな
地域包括ヘルスケアシス
テムの再構築を提案して
いく。

　北海道における保健、
医療、福祉の推進のた
め、「子どもの成長を支え
る環境づくりと少子化対
策の推進」、「暮らしを守
る地域医療の確保と健康
づくりの推進」、「誰もが
暮らしやすい社会の構
築」、「医療・福祉サービ
スを担う人材の確保」を
柱とし、さらに「新型コロ
ナウイルス感染症対策」
の充実・強化を図りなが
ら、道民が住み慣れた地
域で安心して生活できる
よう関連分野の各種事業
の実施を促進していく。

　　命を守り支える医療・介
護・福祉など「ケア」の重要性
がコロナ禍で浮き彫りになりま
した。ケア労働に携わる人々
の待遇を抜本的に改善させ
ます。国の感染症対策を抜
本強化し、コロナ禍での医療
機関に赤字補填等の支援を
します。公的・公立病院の統
廃合は中止させ、地域医療
を守ります。高齢者の医療費
値上げをはじめ窓口負担増
などの社会保障削減を中止
させ、人間の尊厳を守ること
を基本に抜本的な拡充を図
ります。公費投入により高す
ぎる国保料、介護保険料を
引き下げます。年金はマクロ
経済スライドを廃止して底上
げします。子どもの医療費無
料化、生活保護支給水準の
回復、障害者医療・福祉の無
料化を進めます。

　NHK党は時代遅れの受信
料制度をはじめとするNHK
の各種問題を最重要課題と
しております。また我が国の
経済成長のために税金（国
民負担率）を下げ、規制の
緩和、撤廃を推進する方針
です。我々が取り組んでい
るNHK問題はあらゆる分野
に影響すると考えており、い
ろいろな少数派の意見を広
く取り入れるという諸派党構
想を掲げつつ、政権奪取を
目指しております。メディア
は核兵器に勝る武器でもあ
り、公共性が最も重要です。
既得権化したNHKを是正す
るために、裁判制度も積極
的に活用しながた、NHK委
託業者による弁護士法違反
にあたる訪問行為を徹底し
て追及して参ります。
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